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場所日　　　　時内　　　　容
田・保毎週月～金曜日午前８時３０分～午後５時一 般 市 民 相 談

田
４月２８日昇・５月１日晶・７日昭
午前９時～正午
※５月７日昭は人権・身の上相談を兼ねる

法 律 相 談

専
門
相
談
（
予
約
制
）

保
５月８日晶・１１日捷午後１時３０分～４時３０分
※４月２３日昭午前９時～正午で人権・身の上
相談を兼ねる

田★５月７日昭　午前９時～正午人権・身の上
相 談 保★４月２３日昭　午前９時～正午

田　４月２４日晶　午後１時３０分～４時３０分
税 務 相 談

保　５月１日晶　午後１時３０分～４時３０分
田　５月７日昭　午後１時３０分～４時３０分

不 動 産 相 談
保　５月１４日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　５月１４日昭　午後１時３０分～４時３０分

登 記 相 談
保　５月２１日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　５月１４日昭　午後１時３０分～４時３０分

表示登記相談
保　５月２１日昭　午後１時３０分～４時３０分
田　５月１３日昌　午後１時３０分～４時３０分

交通事故相談
保★４月２２日昌　午後１時３０分～４時３０分

保　５月１１日捷　午後１時３０分～４時３０分年金・労災・雇用
保険・人事一般相談

保　５月７日昭　午後１時３０分～４時３０分
※４月から偶数月は田・奇数月は保で相談を行います。

行 政 相 談

保★５月８日晶　午後１時３０分～４時３０分相続・遺言・成年
後見等手続相談

？お困りのときに無料相談？お困りのときに無料相談！！
■専門相談の予約開始　４月１７日晶午前８時３０分から
　　　　　　　　　　　　（★印については、４月３日晶から受付中）
　相談を希望する庁舎の市民相談室に直接または電話で申し込んでください。
　なお、予約開始日には窓口および電話が込み合い、電話がつながりにくくなるこ
とがありますが、ご了承ください。
■予約・問い合わせ 円 　田 田無庁舎２階市民相談室（札４６０－９８０５）　　　　　　
 円円円円円円円円円円円 　保 保谷庁舎１階市民相談室（札４３８－４０００）　　　　　　
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　２月２日より試行的に運営を行っていた多文化共生センターが正式にオープンしました。市内で暮らす外国人は３，０００人
を超えており、言語・習慣・文化の違いをお互いに認め合いながら地域で共に生きる多文化共生を推進するために、外国人
の方々の相談窓口として、また外国人支援のボランティアの拠点として、多言語による情報の集積地としての役割を担いま
す。
　時 ・　場 毎週月・水・金曜日午前１０時～午後４時（祝日を除く）・イングビル１階（南町５－６－１８・札４６１－０３８１）
□運営　ＮＰＯ法人西東京市多文化共生センター
（ＮＩＭＩＣ）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

までご連絡ください。ただし、昨年
表彰された方は除きます。
　時 ５月１日晶～６月１２日晶
　内 ２０本以上の歯があること
　場 西東京市歯科医師会会員医院・診
療所で無料で確認します。
□表彰日
　時 ・　場 ６月２８日掌・きらっと
※「よい歯のコンクール」と同時に
行います。
　問 西東京市歯科医師会
（札４６６－２０３３）

明記し、下記へ／　時 ・　場 パソコンの
始め方と入力および入門講座以外は
文字入力のできる方対象・各１０人
　問 西東京市シルバー人材センター
（〒２０２－００１３　中町１－６－８　
保谷東分庁舎　札４２５－６６１１）

■８０２０表彰

　４月１日現在、８０歳以上で、２０本
以上の歯がある元気な市民に記念品
を添えて表彰状を差し上げます。該
当する方は、かかりつけの歯科医院

講座（過去に受講された方の復習や、
さらなるパソコンの活用を学ぶ講座
として新設しました。ワードやエク
セル、インターネットその他の楽し
い活用講座です。詳細は資料を請
求）／毎週金曜日午後（１５日は除く）
／　￥ １回１,５００円（過去に受講された
方は１回無料）／午前９時３０分～正
午、午後１時～３時３０分／先着順。
受講料はいずれもテキスト代込み／
　申 往復はがきで、希望講座名・受講
日・住所・氏名・年齢・電話番号を

 シニア対象　　　　　　　　　
パソコン教室の５月受講者募集

興新年度からリニューアル
◎パソコン入門講座　５月１・８・
２２・２９日の毎週金曜日午前（計４回）
／　￥ ６０００円／　締 ４月２３日昭
◎パソコンの始め方と入力　５月１３
日昌／　￥ 無料／　締 ４月３０日昭
◎エクセル初級講座　５月２０日昌・
２５日捷の２日間／　￥ ６０００円／　締 ５
月８日晶　◎パソコンの楽しい活用

お役立ちガイお役立ちガイドド

 夜間自宅に、マンション購
入の勧誘電話が何度かあ

り、その都度断っていたが、そ
のうちに「会って話を聞かなけ
れば何度でも電話をする」など
と脅し口調で迫られ恐くなっ
た。対処法を教えて欲しい。
 マンションを購入する予定
がないなら話を聞く前にき

っぱりと断りましょう。あいま
いな返事は再勧誘を招いたり、
契約意思があると誤解され執拗
な勧誘につながります。
　発信番号表示サービス（有料）
を利用して着信拒否を設定した
り、非通知番号には繋がらない
サービスを利用することも対策
として考えられます。
　マンションの販売は、宅地建
物取引業法により規制されてい
ます。勧誘行為についても規制

Ｑ

Ａ

があり、契約の勧誘の際に消費
者を脅す行為や私生活または業
務の平穏を害すような方法によ
って、消費者を困惑させること
は禁止されています。
　今後同じ業者からの勧誘があ
った場合には、事業者名・担当
者名を確認し、断りましょう。
　やむを得ず契約をしてしまっ
た場合、宅地建物取引業法には
クーリング・オフの規定があり、
原則として契約書が渡されてか
ら８日以内で、要件が整えば無
条件で解約ができます。しか
し、クーリング・オフ期間を過
ぎてしまった場合でも、取消し
を主張することができるケース
もあるので、早めに相談してく
ださい。
◆消費者センター消費生活相談
室（札４２５―４０４０）
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消費生活相談 Ｑ＆Ａ

建女性相談の時間が変更になります建

　留学生にとっては、日本の普段の
家庭を体験する貴重な機会となり、
受け入れ家庭の皆さんにとっては、
異文化を体験するよい機会です。
□説明会
　時 ４月２５日松午前１１時～正午
　場 田無庁舎
□ホームビジット
　時 ６月２１日掌
午前１１時・留学生と対面後、各家庭
滞在
午後６時３０分～８時・合同パーティ

ー（田無庁舎食堂）
※受け入れ家庭は原則として説明会
に参加された方に限ります。参加で
きない場合は事前にご連絡を。
□主催　ＮＰＯ法人西東京市多文化
共生センター（ＮＩＭＩＣ）
問ＮＩＭＩＣ・白根（札４６８－６２６６）
山辺死info@nimic.jp
※この事業はＮＰＯ企画提案事業と
して補助金を受けて実施していま
す。
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　ＮＰＯ企画提案事業
「留学生ホームビジット」受け入れ家庭募集！

　東京外国人支援ネットワークに参加
している都内の自治体や国際交流協会
などが外国人のための無料専門家相談
会を実施します。当市では１２月１２日松
に実施予定です。
　この相談会で、専門家との間に立っ
て通訳などをしていただくボランティ
アを募集します。
　また、応募の中から災害時の外国人
支援（通訳・翻訳な

ど）についてのご協
力の案内をさせていただきます。可能
な限りでご協力をお願いします。
　対 市内在住・在勤・在学で、弁護士な
ど各種専門家との通訳ができ、研修会
および相談会にボランティアとして参
加できる方。国籍・言語は問いません。
□研修会日程　①５月１６日松午後２時

②６月６日松午前１０時　③６月１４日松
午前１０時　④９月２６日松午前１０時　⑤
１０月１７日松午前１０時
※詳しくは、お問い合わせを。
※研修にはなるべく参加してください。
　申 はがきまたはＥメールに、①住所②氏
名③電話番号とファックスの有無④Ｅメ
ールアドレス⑤通訳ができる言語を明記
し、５月８日晶（消印有効）までに、郵送
の場合は、〒２０２－８５５５市役所生活文
化課「通訳ボランティア担当」係へ。
Ｅメールの場合は、必ず「２１通訳ボラ
ンティア」と件名を入れて送信。
死bunka@city.nishitokyo.lg.jp
□共催　ＮＰＯ法人西東京市多文化共
生センター（ＮＩＭＩＣ）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

多文化共生センター開所式のようす

外国人のためのリレー専門家相談会
通訳ボランティア募集！

　自分自身のこと、家族のこと、職
場や学校での人間関係など、専門の
女性相談員が問題を一緒に考え、解
決の糸口を探していきます。１人で
悩まず、まずはお電話ください。
□悩みなんでも相談　予約優先（日
曜日、祝日、年末年始はお休み）
月・火曜日…午前１０時～午後１時・

午後２時～４時
水・木曜日…午前１０時～正午・午後
１時～５時・午後６時～８時
金・土曜日…午前１０時～正午・午後
１時～４時
□女性相談専用電話（札４２１－２３２２）
◆男女平等推進センター
（札４３９－００７５）


